
平成 26 年度まちづくり寄附金と基金の状況 

 

平成 26年度は、173名・6団体・総額 335万 841円の寄附金を 
いただきました。 

１ 事業別の寄附・基金の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 寄付者の状況 

＜今年度ご寄附いただいた皆様＞  ※公表に同意いただいた内容のみ掲載 

氏名（団体名） 
お住まい 

（所在地） 
寄附金の使途 金 額（円） 

＊＊＊ 様 豊中市 ＊＊＊ ＊＊＊ 

＊＊＊ 様 北九州市 ＊＊＊ ＊＊＊ 

富士見市歌謡 

同好会 様 
市内 その他市長が必要と認める事業 30,000 

＊＊＊ 様 札幌市 その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ その他市長が必要と認める事業 10,000 

出村 忠弘 様 河北郡津幡町 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 安心で安全なまちづくり 10,000 

山田 光徳 様 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 

事業の種類 
平成 26年度 前年度 

までの 
基金積立額 

(円) 

残高(円) 

件数 収入額 
（円） 

基金取崩額
（円） 

寄
附
金
の
使
途 

（１）子どもを育むまちづくり 
のための事業 

69件 1,140,000 0 2,674,560 3,814,560 

（２）健康及び福祉を増進する 
まちづくりのための事業 

21件 195,000 0  1,828,000 2,023,000 

（３）生涯学習を推進する 
まちづくりのための事業 

7件 75,000 0  35,000 110,000 

（４）安心で安全なまちづくり 
のための事業 

26件 270,841 0 112,305 383,146 

（５）その他市長が活力に満ちた 
まちづくりに必要と認める事業 

66件 1,670,000 530,400 2,231,912 3,371,512 

小計 189件 3,350,841 530,400 6,881,777 9,702,218 226,000  0  210,000  

 基金（預金）利子 ― 1,967 ― 1,349 3,316  3,316 1,000,000  0  115,000  

  合計 ― 3,352,808  530,400  6,883,126  9,705,534  9,705,534   0  5,000  

※寄付金の使途は、寄附者が複数の事業を選択できるため、延べ件数となります。 

 

 

 



＊＊＊ 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 安心で安全なまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 清瀬市 その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 大阪市 その他市長が必要と認める事業 10,000 

佐藤 弘一 様 鴻巣市 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 安心で安全なまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 10,000 

イオンリテール株

式会社鶴瀬 

西店  様 

市内 安心で安全なまちづくり 3,579 

イオンリテール株

式会社鶴瀬 

関沢店  様 

市内 安心で安全なまちづくり 2,262 

林 淑嬢  様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 10,000 

植村 嗣  様 奈良市 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 豊島区 安心で安全なまちづくり 10,000 

松場 信一  様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 10,000 

倉田 雄一  様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 安心で安全なまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 安心で安全なまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 安心で安全なまちづくり 10,000 

石岡 正規  様 府中市 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ その他市長が必要と認める事業 10,000 

渡邊 諭  様 土岐市 生涯学習を推進するまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 秩父市 その他市長が必要と認める事業 20,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 10,000 

浅野 博  様 横須賀市 その他市長が必要と認める事業 10,000 



＊＊＊ 様 市内 その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 10,000 

金森 重樹  様 港区 安心で安全なまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 座間市 その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ その他市長が必要と認める事業 10,000 

市田 陽児  様 浦安市 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ その他市長が必要と認める事業 10,000 

堀越 千恵  様 静岡市 その他市長が必要と認める事業 10,000 

後藤 一郎  様 豊中市 生涯学習を推進するまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 市内 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 茨木市 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 
安心で安全なまちづくり 

その他市長が必要と認める事業 
10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 10,000 

鎌田 晴美  様 福山市 その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 健康および福祉を増進するまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 横浜市 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 練馬区 健康および福祉を増進するまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ その他市長が必要と認める事業 10,000 

畔柳 光 様 港区 
子どもを育むまちづくり 

安心で安全なまちづくり 
10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 生涯学習を推進するまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 健康および福祉を増進するまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ その他市長が必要と認める事業 10,000 



＊＊＊ 様 江東区 その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 さいたま市 その他市長が必要と認める事業 10,000 

小川 硬一郎 様 四日市市 その他市長が必要と認める事業 10,000 

関口 孝雄 様 府中市 子どもを育むまちづくり 10,000 

宮澤 幸一  様 さいたま市 その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 小平市 安心で安全なまちづくり 10,000 

夏川 靖朗  様 姫路市 生涯学習を推進するまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 健健康および福祉を増進するまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 
子どもを育むまちづくり 

その他市長が必要と認める事業 
10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ その他市長が必要と認める事業 10,000 

尾﨑 公巳 様 高石市 
子どもを育むまちづくり 

生涯学習を推進するまちづくり 
10,000 

浅賀 邦雄  様 ＊＊＊ 健康および福祉を増進するまちづくり 20,000 

＊＊＊ 様 大阪市 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 
子どもを育むまちづくり 

健康および福祉を増進するまちづくり 
10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 健康および福祉を増進するまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 健康および福祉を増進するまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 10,000 

鬼鞍 義弘 様 福岡市 
子どもを育むまちづくり 

健康および福祉を増進するまちづくり 
10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 南房総市 その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 額田郡幸田町 子どもを育むまちづくり 10,000 

高田 芳博 様 吹田市 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 さいたま市 健康および福祉を増進するまちづくり 10,000 

筑波ダイカスト工 市内 その他市長が必要と認める事業 1,000,000 



業株式会社 様 

＊＊＊ 様 市内 
健康および福祉を増進するまちづくり 

安全で安心なまちづくり 
10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 10,000 

打尾 弘  様 富山市 その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 川口市 健康および福祉を増進するまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 西東京市 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 新居浜市 その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 安心で安全なまちづくり 10,000 

庄子 薫  様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 10,000 

中村 一郎  様 ＊＊＊ 健康および福祉を増進するまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 紀の川市 その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 安心で安全なまちづくり 10,000 

野口 亮介  様 芦屋市 子どもを育むまちづくり 10,000 

山崎 純一  様 近江八幡市 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ その他市長が必要と認める事業 10,000 

富士見ロータリー

クラブ  様 
市内 子どもを育むまちづくり 300,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 京都市 子どもを育むまちづくり 10,000 

池田 直美  様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 健康および福祉を増進するまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 安心で安全なまちづくり 10,000 



＊＊＊ 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 5,000 

＊＊＊ 様 港区 安心で安全なまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 健康および福祉を増進するまちづくり 10,000 

目代 正美  様 市内 安心で安全なまちづくり 50,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 練馬区 健康および福祉を増進するまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 杉並区 安心で安全なまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 安心で安全なまちづくり 10,000 

加藤 美夫 様 市内 その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 安心で安全なまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ その他市長が必要と認める事業 10,000 

馬越 晃一 様 倉敷市 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 港区 その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 安心で安全なまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 一宮市 安心で安全なまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 生涯学習を推進するまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ その他市長が必要と認める事業 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 
子どもを育むまちづくり 

健康および福祉を増進するまちづくり 

10,000 

 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 健康および福祉を増進するまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 神戸市 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ その他市長が必要と認める事業 10,000 

大内 博男 様 豊田市 
子どもを育むまちづくり 

健康および福祉を増進するまちづくり 

10,000 



＊＊＊ 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくり 10,000 

＊＊＊ 様 ＊＊＊ その他市長が必要と認める事業 10,000 

加藤 芳正 様 ＊＊＊ 安心で安全なまちづくり 10,000 

河井 弘 様 岐阜市 その他市長が必要と認める事業 10,000 

山下 敏一 様 川越市 
子どもを育むまちづくり 

生涯学習を推進するまちづくり 
40,000 

川口信用金庫 様 川口市 子どもを育むまちづくり 200,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ まちづくり寄附基金で実施した事業 

平成 26年度は「市長が活力に満ちたまちづくりに必要と認める事業」として桜のオーナ 

ー制度（地域文化振興課）の植樹費用に 530,400円を基金より充てさせていただきました。 

 

 

皆様のご支援にお礼申し上げます。 

今後とも応援をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  寄付者数 寄付金額（円） 

市内 １５ １，４８０，８４１  

県内（市外） ２３ ４６０，０００  

県外 １４１ １，４１０，０００  

合計 １７９ ３，３５０，８４１  

 

桜のオーナー制度により 

植樹された若木（写真上） 


